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羽生市

ボランティア
けいじばん
http://www.sai-sapo.jp/
No.１２

第９回
世界キャラクターさみっと in 羽生
運営ボランティアを募集
世界最大のご当地キャラクターイベントを成功
させるため、運営を手伝っていただけるボランテ
ィアを募集します。
●内容：会場整理、ガイドブック販売、車の誘導
など
●対象：18 歳以上の方 ※高校生不可
●日時：11 月 24 日(土)・25 日(日)
①6 時～11 時
②8 時～16 時
※仕事内容によって上記時間内で実務
時間が変わります
●場所：羽生水郷公園
●応募：羽生市キャラクター推進室へお電話くだ
さい
TEL：048-560-3119
※9 月 28 日（金）が締め切りです

滑川町

No.１５

全国こどもマラソン・埼玉大会
ボランティア募集
コースの 70％が涼しさを感じる木立の中を走る
コースでの大会を一緒に盛り上げてくれる方を
募集。
●内容：国営武蔵丘陵森林公園で行われる大会
のお手伝い（受付、スタート/ゴール給
水所など）
●日時：7 月 7 日（土）
9 時 30 分～12 時 30 分頃
●場所：国営武蔵丘陵森林公園内特設コース
●問合せ：(株)グッドスポーツ
TEL : 03-5480-4100
URL：https://www.goodsports.jp/ボランテ
ィア募集/

小鹿野町

No.１８

第７回
日本百名山・両神山麓トレイルラン
ボランティアスタッフ募集
●内容：コース誘導、給水、ゴール、受付、荷物
係り等
●日時：６月 24 日（日）雨天決行
●場所：埼玉県小鹿野町・国民宿舎両神荘前 芝
生広場 大会本部
●問合せ：スポーツエイド・ジャパン内
大会事務局
TEL/FAX：049-294-5603
E-mail：info@sportsaid-japan.org

飯能市

No.１３

埼玉県立名栗げんきプラザ
ボランティア募集
子どもたちや参加者と一緒に、自然体験活動
（登山・川遊び・野外炊事など）を楽しみなが
らサポートしてくれるボランティアスタッフを
募集！
●内容：宿泊イベント（山や川での自然体験・
野外炊事・木工クラフト他）や日帰り
イベント （米作り体験、カヌー体験、
天体観測他）など様々な体験活動の中
から、興味のある活動を選んで参加で
きます
●場所：名栗げんきプラザ・その他周辺地域
（会場最寄駅より送迎可）
●申込み：まずはお気軽にお問合せください。
※高校生からシニア世代の方まで、幅広い年代
のボランティアが活躍しています。
●問合せ：埼玉県立名栗げんきプラザ
（担当：弦巻）
TEL : 042-979-1011
URL：http://www.naguri-genki.com/

深谷市

No.１６

次世代育成支援施設はなこみち
ボランティア募集
●内容：子どもたちの自立支援のため、遊び・
学習支援・環境整備・養育支援・お洗
濯支援をしていただけるボランティア
●日時：随時、下校後夕方から
※詳しくはお電話でお問い合わせください
●問合せ：
彩の国ふかや福祉会
はなこみち
埼玉県深谷市西大沼 44-1
TEL : 048-574-3146
FAX：048-574-3136

坂戸市

No.１９

いずみ運営ボランティア
●内容：「環境学館いずみ」での各種事業の企画
や運営のお手伝い。
（いずみ理科教室や
講座のサポート、リサイクル家具の清
掃・修理など）
●資格：環境に興味がある高校生以上の方
●日時：毎月第一日曜定例会。無理のない範囲
で興味のある講座やイベントの行われ
る日
●場所：環境学館いずみ
●問合せ：坂戸市環境学館いずみ（環境政策課）
TEL : 049-284-7115

三郷市

No.１４

切手の整理ボランティア
●内容：養護盲老人ホーム設備の修繕や施設拡張の
財源確保のため、不要となった切手を収集
し、その切手の整理をする活動です
●日時：毎月１～2 回、13 時 30～15 時 30 分
●場所：三郷市健康福祉会館 5 階
ボランティアルーム
●問合せ：三郷市ボランティアセンター
（三郷市社会福祉協議会内）
TEL : 048-953-4191

熊谷市

No.１７

ラグビーワールドカップ 2019™
日本大会公式ボランティア募集
●内容：試合会場での運営補助、駅などでの観客の
誘導・案内、ファンゾーンでの来場者サー
ビス 等
●対象：・2019 年 3 月 31 日時点で 18 歳以上
※未成年者は保護者の同意書が必要
・日本語での読み書き・日常会話が可能
・原則 3 日以上参加可能(埼玉県・熊谷市
の場合)
・原則 1 日あたり最長 8 時間の活動に参
加可能
・インタビュー(面接)、ボランティア研修
に参加可能
・ボランティアプログラムの趣旨に賛同い
ただける方
上記の要件を満たす方
●募集期間：4 月 23 日(月) am12:00～7 月 18
日(水) am11:59 まで
●応募方法：大会公式ウェブサイトから申し込み
URL:
https://www.rugbyworldcup.com/volunteers
●問合せ：ボランティアプログラムコールセンター
TEL:03-4405-6225
（10 時～18 時土日祝除く）

北本市

No.２０

北本観光協会
お祭り・イベントボランティア募集
●内容：「さくらまつり」
「北本まつり」など、イベ
ント等での準備・当日の運営・お客様のご
案内、とまちゃんサポート
●条件：高校生以上（高校生の方は保護者の方の同
意が必要）北本の観光に興味があり、一緒
に北本市を盛り上げてくださる方
●問合せ：
北本市観光協会
（担当：岡野）
TEL : 048-591-1473

さいたま市大宮区

久喜市

No.２１

No.２２

埼玉県生態系保護協会
事務作業ボランティア

久喜市けやきの木
日中活動ボランティア募集

●内容：①簡単な事務作業（封入、ラベル貼
り）
、資料作成、書類の校正、データ
入力等
②会報発送作業
※上記のほかにも県内各地域で管理作
業等のボランティアがあります
お気軽にお問い合わせください
●日時：①平日 10 時～12 時、14 時～17 時
②6 月 29 日（金）
9 時 30 分～1５時頃
●場所：さいたま市大宮区宮町 1-103-1YK ビ
ル 5F
●問合せ：
（公財）埼玉県生態系保護協会
TEL : 048-645-0570
※ご参加の際は事前にご連絡ください

●内容：障がい者施設での、利用者の日中活動
（アルミ缶回収・袋入れ、縫製・手
芸、散歩等）や、日帰り旅行などの行
事・まつりなどのイベント時のお手伝
い
●日時：月曜～金曜 ９時～16 時の中で都合
の良い曜日・回数
（一度見学していただいた後、活動内
容などは相談させていただきます）
●場所：久喜市青毛 1146 番地１
●問合せ：久喜市けやきの木
TEL : 0480-21-7555

「けんかつ夏祭り」
ボランティア募集
今年もご家族連れで楽しめる「けんかつ夏まつり」を
実施します。このイベントのスタッフとしてお手伝
いいただけるボランティアを募集します。
●内容：子ども向け体験コーナー・縁日等の運営補助
●日程：平成３０年８月１８日（土）
●時間：9 時～16 時 30 分
●場所：埼玉県県民活動総合センター
●申込方法：電話又は来館にて
７月 31 日（火）までに申込
●申込・問合せ：
048-728-7113
（生涯学習・地域連携担当）

（公財）いきいき埼玉からのお知らせ
■ボランティア実践団体のご紹介■
「いきいきボランティア養成講座」で、ボランティア活動の様子を紹介してくださった団体の
中から、毎月ピックアップして掲載しています。

―――――社会福祉法人

天恵園（越谷市）―――――

社会福祉法人天恵園は、重度の知的障害児（者）及び重度の肢体不自由児（者）を主とした、
在宅の障害福祉サービス（ホームヘルプ事業）を行っています。また、未就学の発達障害児、知
的障害児の療育（児童発達支援）や保育所は幼稚園に作業療法士などの専門士が訪問をしたりと
力を入れています。
私たちの活動は、様々なハンデをお持ちの方やその家族の生活環境の安定を目指して、専門ス
タッフだけでなく、ボランティアの方と共に行っています。
グループの「特定非営利活動法人合」などとも連携して、越谷を中心に松伏町、吉川市、草加
市、三郷市を対象エリアとして活動しています
放課後等デイサービス・生活介護など施設や外出支援などの障害児・障害者の福祉ボランティ
アを募集しています。
【問合せ先】

社会福祉法人天恵園 （担当

ボランティアに興味関心のある方は、右記までお問い合わせください。

■こども食堂に行ってみよう！
～あなたもできるボランティア～
「こども食堂」ってなに？最近、よくニュースや新聞で見かけるなぁ…
現在、こども食堂を運営されている方から、埼玉県のこども食堂の現状や
知識、心構えを学びます。そして、こども食堂をお手伝いするボランティ
アに挑戦してみませんか？

関根)

TEL 048-961-8507

■NPO 法人

税務・会計相談会

公益財団法人いきいき埼玉が開催する、税理士による無料の個別相
談会です。NPO 法人の運営や税務・会計に関することや、立ち上げ
をお考えの方のご相談もお受けします。

 日 時：７月１７日（火）13 時 30 分～16 時
（別途、ボランティア体験実習を予定）
 会 場：埼玉県県民活動総合センター 210 セミナー室
(伊奈町内宿台６－２６）
 講 師：埼玉県こども食堂ネットワーク 事務局長
さいたま子ども食堂 代表 本間 香
 受講料：無料
 定 員：30 人
 申込み：電話または来館、ホームページ
公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当
048-728-7116 （9 時～17 時 15 分）

彩の国市民活動サポートセンター
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●会

場：・６月８日（金）ウェスタ川越
（４階、川越比企地域振興センター相談室３）
・6 月１４日（木）埼玉県春日部地方庁舎
（３階、小会議室）
・７月１３日（金）埼玉県県民活動総合センター
（２階、彩の国市民活動サポートセンター）
●時 間：各会場とも 10 時～16 時
●定 員：各会場とも 7 団体（1 団体 30 分）
事前予約／先着順
●問合せ：彩の国市民活動サポートセンター
NPO 相談コーナー（受付 10 時～16 時）
TEL：048-728-7146
FAX：048-729-5091
<E-mail> info@sai-saposen.on.arena.ne.jp

★ボランティアけいじばんの記事募集！
締め切りは毎月 12 日です。発行部数：1５００部
配布先：埼玉県社会福祉協議会、県内公立図書館、県内市民活動
サポートセンター等
★ボランティアけいじばんの録音資料(DAISY)の貸し出しを行っ
ています。(協力)朗読ボランティアグループ てとてとて

